
※今年は会場及び周辺に駐車場はありません。「阪急茨木市駅」発の無料直通送迎バスをご利用ください。

～体験して、学んで、楽しむフェスティバル～
いっしょに創ろう！ みんなの安威川

次世代へつなぐ
出会いの場

2016年10月16日（日）10:00～15:00

AIGAWA FEST IVAL 2016

自然と話そう、人と話そう。

自然と話そう、
人と話そう。

大阪府茨木市 桑原ふれあい運動広場／大門寺北側高台ゾーン 小雨実施（一部プログラム）・荒天中止
中止の場合は、www.aigawa.jpにて示します
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○メイン会場へは、「阪急茨木市駅」発
の［メイン会場直通送迎バス］（無料）
にお乗りいただくか、路線番号８９番発
の「車作」行き定期便（片道３１０円）に
お乗りください。 ◯どなた様もまずはメイン
会場インフォメーションにお越しください。

◯大門寺北側高台ゾーンへは、メイン
会場発の「直通送迎バス」（無料／約
10分間隔で運行）にお乗りください。

○お帰りの際は、メイン会場発の［阪
急茨木市駅直通送迎バス］（無料）、
または「奥垣内」停留所発の路線バス
（有料）にお乗りください。

［メイン会場直通送迎バスについて］
※メイン会場への直通便です。 
※乗車人数に限りがありますので、
乗り切れない場合があります。

［路線バス（有料）でお越しいただく場合］
※「奥垣内」停留所を降りていただき、
会場までは徒歩3分程度です。

メイン会場直通
送迎バス

のりば／おりば

主催

         　cafeらん、雁飯店、竜王山荘、cocoro*、農事組合法人 見山の郷、LAWSON協賛

協力

至 阪急茨木市駅
   JR茨木駅

会場へのアクセス

お問い合わせ

［メイン会場（桑原ふれあい運動広場）直通送迎バス（無料）］
【阪急茨木市駅 発着】

竜王山荘
〒568-0085 茨木市大字忍頂寺1049
TEL 072-649-4402

大阪府 安威川ダム建設事務所 企画グループ
TEL：072-626-6164

安威川フェスティバル 連携拠点大門寺北側
高台ゾーン
（安威川ダム資料館）

見山の郷
〒568-0088 茨木市大字長谷1131
TEL 072-649-3328

大岩いも掘り園
〒568-0091 茨木市大字大岩８２
TEL 072-645-2020（茨木市観光協会）

安威川ダムファンづくり会 facebookページで、
安威川フェスティバル情報をチェックしよう！

www.facebook.com/aigawadam.fanclub/

※会場及び周辺に駐車場はありません。

※今年は会場及び周辺に駐車場はありません。

メイン会場

         茨木市教育委員会、公益社団法人 土木学会関西支部後援

パノラマの景色を眺めながら「安威
川ダムカレー」を食べることができる
スポーツ・レクリエーション施設です。

地元の農家が、毎朝持ち込む高原野
菜は、鮮度が高く、旨味があると評
判。市外からもたくさんの方が買い
物に訪れます。

ホクホクした食感で甘味の強いさつ
まいもを収穫。9月15日から11月３
日までいも堀り体験を楽しめます（要
問合せ）。
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手作り缶バッジ
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Mariana CAFE・プレシューズアンドロワ
防災ごはんダムカレー
ダムに残そう！みんなのことば
見て知ろう！安威川ダムふしぎ発見
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10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00桑原ふれあい運動広場グラウンド
カメの生態展示
ミニ防災講座
どんぐりポットづくり
丸太切り体験
環境クイズ＆みんなでつくる安威川立体自然図鑑
見山の郷
茨木秋の収穫祭（茨木ほくちの会）
焼き芋
親子サッカー
環境でつなぐ茨木のまち
追大キャンドルナイト
安威川ダムケーキ
踊ってつくろう！ペットボトルピザ
宙いもスイーツ（宙いもプロジェクト）
「カフェ場」で語ろう！つながろう！
秋空の下で家族で楽しむ青空ヨガ
OVAL kitchen
cafeらん
雁飯店xLAWSON
ダム工事現場体験ツアー
間伐材でおもてなし
サイクリストミーティング（時間未定）
おすすめ観光サイクリングマップ

メイン会場

会場周辺の道路もすべて終日駐車禁止です。
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メイン会場
（桑原ふれあい運動広場）着



［安威川フェス2016  プログラムカテゴリー］

自見山の郷

10:00～15:00／有料

自然の恵みたっぷりの加工品販売で心も体も
ほっこり。地場産材料を使い、まごころを込め
て作ったお餅やご飯、米粉パン等の販売。

文

追大キャンドルナイト

10:00～15:00／無料

自分で描いた絵をキャンドルで灯そう。紙袋に描いた
絵を内側からキャンドルで灯す工作作業です。自分で
描いた絵をキレイに、キャンドルで灯してみませんか？

文

安威川ダムケーキ

10:00～15:00／有料／無くなり次第販売終了

ミシュラン★レストラン「ルポンドシエル」による
安威川ダムオリジナルケーキ。ダムケーキカー
ド付です。（イベント限定販売）

文

踊ってつくろう！ ペットボトルピザ
おど

10:00～15:00／有料
※多数参加の場合は、整理券を発行します。

ペットボトルに生地をいれて、歌とダンスに合わ
せてフリフリするだけでピザ生地の完成！ 茨木産
の具材を使った美味しいピザが焼きあがります！

文

宙いもスイーツ（宙いもプロジェクト）
そら

10:00～15:00／有料

茨木市のサツマイモを使った町おこしプロジェ
クト「宙いもプロジェクト」による、おいしい宙い
もスイーツを家族みんなで楽しもう。

文

10:00～15:00／有料

まちづくり移動カフェ「カフェ場」では、とってもお
いしい「カフェ百花のバードブレンドコーヒー」と
人々が行き交う「場」を提供！

文「カフェ場」で語ろう！ つながろう！
ば かた

自カメの生態展示

10:00～15:00／無料

ニホンイシガメやクサガメ、ミシシッピアカミミガメ
などが、安威川水系に生息しているのを知ってま
すか？ カメの生態を見て知って覚えましょう。

自

自ミニ防災講座

11:00～11:30／12:00～12:30／無料

安威川ダムの役割を知るキッカケになる土壌づく
り体験ができる講座です。身近に川がある暮らし
をしている方は参加してみましょう。

自

自

自

どんぐりポットづくり

10:00～15:00／無料

里山のドングリの種類を学びながら、苗木を育
てるポットづくりをおこないます。食べられるド
ングリもあるかも？

10:00～15:00／無料

丸太をノコギリで切ってみよう！間伐材を使っ
て、オリジナルのコースターなどをつくる工作
体験ができます。

自

自丸太切り体験
まるたぎ たいけん

かんきょう

みやま　　 さと

いばらきあき しゅうかくさい あきぞら した かぞく たの あおぞらいばらき かい

あいがわりったいしぜんずかん

せいたいてんじ

おいだい

あいがわ

ぼうさいこうざ

桑原ふれあい運動広場グラウンド ［15:00まで］

自環境クイズ＆みんなでつくる安威川立体自然図鑑

10:00～15:00／無料

茨木市や安威川の自然について、クイズで楽し
く学んで、学んだことを立体自然図鑑で絵にし
よう！ 参加者には景品もありますよ。

自

茨木秋の収穫祭（茨木ほくちの会）

10:00～15:00／有料

茨木北部を「みんな笑ってイケるとこにしよう！」と
いう想いを胸に、地域のおいしいもん、面白いも
んをご紹介。地元産の新米や野菜をどうぞ。

文 秋空の下で家族で楽しむ青空ヨガ

10:30、11:30、12:30、13:30／
各回10家族まで参加可／1家族500円(有料)

親子や家族みんなでヨガをしませんか? ヨガの
呼吸法や日常で取り入れやすいヨガを教えます。
楽しみながら身体を動かしましょう。

会場各所のイベントブースに設置された６種のスタンプを集めて、景品を獲得
しよう！スタンプラリーカードは、インフォメーションブースで手に入れよう。

スタンプラリーで
安威川フェスティバル会場を巡ろう！

文自 つダ
自然に学ぶ 文化に学ぶ ダムに学ぶ つなぐプログラム

［全体プログラム］

10:00～15:00／有料

茨木市ふるさと納税特産品で
人気の餃子を「揚げ餃子」に
しました。特別に、LAWSON
コラボ「からあげクン」なども
ご用意しています。

雁飯店xLAWSON
がんはんてん

文

文

事前配布／無料 ※イベント当日会場
でも配布します。

安威川周辺のサイクリング
マップをつくりました。会場
に立ち寄れるコースもあり
ます。この機会に、自転車で
参加してみよう。

おすすめ観光サイクリングマップ
かんこう

自つ

自つ

（時間未定）

「自転車に乗って安威川へ！」
をテーマに、安威川地域で
の自転車の楽しみ方につい
てのトークプログラムを展開
します。

サイクリストミーティング

10:00～15:00／有料

10:00～15:00／無料

会場で使用するテーブルや
椅子を、間伐材で製作しまし
た。食事をしたり、楽しくお
しゃべりしたり、ごゆっくりお
くつろぎください！

間伐材でおもてなし
かんばつざい

つ

10:00～15:00／有料
無くなり次第販売終了

「宙いもプロジェクト」のお
いもは数量限定です！
できたてほかほかの焼き
いもを楽しみましょう。

文

13:30～15:00／無料

人工芝サッカー場を使用し
て、先着２０組の親子を対象
にサッカーを試合形式で行い
ます。参加は男女問いません。

親子サッカー
おやこ

マイクロバスを利用して、ダム
建設現場を見学しよう。大型
重機も展示してます。
10:00～15:00／無料／会場時間
内に１０回運行／各回定員２０名／
所要時間約４０分

ダム工事現場体験ツアーcafeらん

メイン会場

安威川周辺の自然を守り、創造的な地域づくりを目指す人
たちが出会う交流の場。いっしょに考え、参加し、楽しみながら、
みんなで未来図を描いていくためのフェスティバルです。

安威川ダム周辺を
守ること、楽しむこと

※イベント内容・時間は当日の天候や諸般の事情にて変更・中止になる場合があります。

※会場間の移動は直通送迎バス（無料/約10分間隔で運行）をご利用ください。

こうじげんばたいけん
ダ

茨木北部でおかんが作る里
山ランチを提供する「cafe
らん」です。オリジナルコー
ヒーらんブレンドとうどん焼
きをご用意しています。

環境でつなぐ茨木のまち

10:00～15:00／無料

ファンづくり会メンバーが取組む事業をご紹
介！「環境」をキーワードに茨木のまちと農村を
つないで、もっと茨木を好きになろう！

文
かんきょう いばらき

焼き芋
や　　いも

文

スパイクは使用可。但し鉄製のものは使用できません。※運動靴でも構いません。

フリーダムおさかなイラスト表彰式
ひょうしょうしき

13:00～13:30／無料

安威川フリーダムで募集した子どもたちのイラ
ストの中から優秀作品を選考。その入賞作品の
表彰式を行います。

自

BBQサイト

10:00～14:00（ラストオーダー13:30）／
セット料金制（持ち込み不可）

ダム現場を見ながら、茨木市産のお野菜を手
ぶらBBQスタイルで堪能できます。秋の安威
川を味わってください。

自

10:00～13:00／無くなり次第終了／有料
※多数参加の場合は、整理券を発行します。

安威川上流漁業協同組合によるアマゴのつか
み捕りと塩焼の販売です。絶妙な塩加減と焼
き加減のおいしい逸品！ 焼きたてをどうぞ！

自アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
ど しおや はんばい

大門寺北側高台ゾーン／安威川ダム資料館 ［14:00まで］

自ドローン映像の鑑賞

11:00～11:15／13:00～13:15／無料

ドローンでダム建設現場周辺を撮影した映像を
普段みることのない鳥の目線で鑑賞。森の専門
家が解説してくれます。

自

自

自ミニ博物館標本展示
はくぶつかんひょうほんてんじ

10:00～14:00／無料

安威川の水辺で生きている生きものの標本を
見に行こう。水生生物のお話や、安威川の水質
のお話も聞けます。

えいぞう かんしょう

生きものシルエット展示
てんじい

10:00～14:00／無料

資料館や展示ブース周辺に安威川流域に生
息する色とりどりの生きものたちのシルエット
ディスプレイが展示されます。（会場装飾）

自

ミニ博物館生態展示

10:00～14:00／無料

安威川で泳いでいる魚をミニ水族館で観察し
よう。川でどんなふうに生きているのか、いろ
んなお話が聞けます。

自

10:00～14:00／無料

安威川周辺に生息する生きものたちの写真展
示と同時に、安威川フリーダムで募集した子ど
もたちの生きもの写真を展示します。

自生きもの写真展示
い しゃしんてんじ

はくぶつかんせいたいてんじ

自フリーダムおさかなイラスト展示

10:00～14:00／無料

安威川フリーダムで募集した子どもたちのお
さかなイラストがたくさん集まりました。みんな
が描いた作品をご覧ください。

自

自

手作り缶バッジ
てづく　    かん

10:00～14:00／無くなり次第終了／無料
※多数参加の場合は整理券を発行します。 

手作りのオリジナル缶バッジをつくろう。自分
たちで描いた生きものの絵が、オリジナル缶
バッジになってプレゼントとして持ち帰れます。

てんじ

自

10:00～14:00／有料

災害時などに役立つ非常用
の炊き出しご飯を使い、市内
の協力店とコラボして完成し
たダムカレー。ダムカレー
カード付きです。

防災ごはんダムカレー
ぼうさい

文

会場に大型重機のタイヤ
を展示しています。高さ２
メートルもあるタイヤの迫
力を体感してください。

ダンプタイヤ展示
てんじ

10:00～14:00／無料

10:00～14:00／無料

資料館の横からは安威川ダ
ムの工事現場がまる見え！ 安
威川ダムのなぜ？ふしぎ！を
聞いてみよう！

見て知ろう！ 
安威川ダムふしぎ発見

み　　し

あいがわ はっけん

ダ ダ

普段見ることができない大
型重機といっしょにみんな
で記念撮影をしよう。運転
席に座ることもできます。

重機記念撮影
じゅうききねんさつえい

10:00～14:00／無料
10:00～14:00／無料

来場記念にダムへのメッセー
ジをどうぞ！将来ダムの一
部になる大きな岩に、みんな
の思いを書きのこそう！

ダムに残そう！ 
みんなのことば

のこ

ダ
ダ

文

10:00～14:00／有料

みんなが大好きなホットドッグ
や焼きいもなど、会場内でひ
と休みの合間に楽しめる軽食
をご用意しています。

文

10:00～15:00／有料

阿倍野で行列のダイニングか
ら人気メニューの唐揚げが登
場。外がカリっと中がジュー
シーでじゅわっと食材の味が
広がります。

OVAL kitchen 文

Mariana CAFE・
プレシューズアンドロワ

※写真はイメージです。


